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かわいい制服ブームに乗って
ルーシーポップ、女子の心つかむ

「メード・イン・ジャパン」の学校制服風ファッションで、アジアの若者に人気のブランドがある。制服
設計の響（ひびき、東京都品川区）が展開する「ルーシーポップ」は、今や売り上げの半分が東アジアを
中心とした海外だ。何が彼女たちを引きつけるのか、この週末台湾のイベントに出展したのを機にのぞい
てみた。

　「自分たちが学生のころにも、こんなかわいい制服が
あったら良かったのに」――。セーラージャケットやチ
ェックのスカート、色とりどりのスカルリボンを眺める
台湾人女性からそんなため息があがる。
　台北の「松山文創園区」で10日～13日に開かれた日
本のカルチャーを紹介するイベント「ジャパン・メディ
ア・ミックス・フェスティバル」。その会場の一角にあ
るルーシーポップのブースはピンクのレイアウトと若
い女性でひときわ目立っていた。
　日本ではＡＫＢ48などアイドルグループの衣装協力
をしていることでも知られる響が、現在力を入れている
のが海外への売り込み。同社はインターネットでの通販
が中心だが、創業者でもある神山太社長によると、今や
アジアを中心とした海外向けが販売全体の半分を占め
ている。固定客に新商品を紹介しつつ、新たなファンを
獲得するため毎年、定期的にイベントに出展しているの
だ。
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人気タレント・安心亜（右）のサ
イン会に、台湾でも話題のピコ太
郎が乱入＝13日、台北（中央通
信社）
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　食やファッション、アニメなどの日本文化を海外に売
り込む政府の「クール・ジャパン」戦略にも乗って、
2012年のインドネシア・ジャカルタを皮切りにフィリピ
ン・マニラ、フランス・パリ、香港などでイベントに参
加。台湾では昨年ファッションイベントの「タイペイ・
イン・スタイル」に出展したのが初めてだ。
　

ファンと対話しながら商品開発
　
　もともと親日的な台湾。アニメやアイドルなど日本の
サブカルチャーも広く浸透しており、そこで見られる日
本のかわいい制服ファッションが注目されるのは自然
な流れだった。しかも台湾の制服は縫製が粗い薄手の白
シャツをオーバーブラウス的に着るスタイルが多く「正
直言って、かわいくない」。
　一方で、近年は自分たちの制服にもっと注目しよう、
かわいらしく着こなそうという意欲も高まっている。そ
の火付け役とも言えるのが台湾全土の女子高生の制服
写真を集め、グーグルマップのマッピング機能を使って
紹介するウェブサイト「制服地図（Uniform Map）」。若
者の間で評判になり2014年からはメディアと共同でど
の高校の制服が一番かをネット投票で決める「台湾高校
制服大賞」を毎年開催、今年は500以上の学校が参加し
た。
　また同じ時期に現地イラストレーターの蚩尤（しゆ
う）氏が、女子学生の制服姿を収録した作品集「制服至
上」の３部作を発売し、日本版も発売されるほどの話題
となった。
　こうした制服ブームは当然、ルーシーポップにとって
は追い風。蚩尤氏とは昨年日本で開かれた個展をきっか
けに交流を持ち、ジャパン・メディア・ミックス・フェ
スティバルの最終日には、来場者向けのサイン会も開催
した。
　イベントでは商品をＰＲするだけでなく、ファンとの
対話も重視する。台湾に先駆け、今年９月に香港のファ
ッションイベント「センターステージ」に出展した際に
は、同時にファンとの交流イベントを開催。ツイッタ
ー、フェイスブックなどのＳＮＳでフォロワー数が多
く、影響力を持つユーザーたちを集め、新商品を紹介し
ながら彼女たちの声を聞いた。
　彼女たちが商品を紹介し、新たなファンを呼び込むこ

とを期待するとともに、今後の製品開発に生かしていく
のが目的で、台湾でも同様の仕掛けを試みたいという。
　

将来はライセンス生産も
　
　日本発のかわいいファッションとして、ルーシーポッ
プは日本製にこだわる。長持ちするのが重要な学生服メ
ーカーに生産を委託しているだけに、品質には自信があ
る。ただ現地価格はセーラージャケットが4,500台湾元
（約１万5,000円）、スカートも2,500～4000元と、初任
給の平均が日本円で10万円前後とされる台湾の若者に
とっては結構な値段だ。
　「少々高くてもほしい」という声は多く、今回も12
日までの３日間で100点以上を販売したが、同時に「今
より買いやすい値段の商品を提供したい」（神山社長）
という思いもある。そこで通販やイベントでの直販に加
え、「良いパートナー企業が見つかったら台湾でのライ
センス生産を手掛ける」方針という。
　ファッションに加え、台湾では本物の学校制服のプロ
デュースにも乗り出したい考え。日本では今や制服がか
わいいかどうかが、中高受験時に学校を選択するポイン
トの一つ。改変後の制服がかわいいと評判になって志望
者が急増し、偏差値が大きく上がった学校もある。台湾
でも同様に、制服の変更を通して新しいコンセプトを伝
えることができると広めていきたいと語る。
　

最大市場中国も見据え
　
　台湾や香港でのファン獲得に力を入れるルーシーポ
ップだが、実は海外販売の６割を占めるのは中国。「富
裕層のお嬢さんが購入する」（神山社長）といい、その
ポテンシャルは大きい。中国では「コンセプトにマッチ
したイベントがまだない」こともあり、ＰＲ活動は行っ
ていないが、上海からは熱心なコールが届く。着用した
写真を同社に送ってくる熱心なファンもいるという。
　中国ビジネスでは知的財産権の問題がつきまとう。ル
ーシーポップも類似の粗製品が出回っているというが、
所得の向上で消費者の目も肥えてきたこともあり、「フ
ァンには偽物に対する嫌悪感がある」。将来のライセン
ス生産をにらんだ準備は進めており、すでに商標登録は
済ませたという。
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【台湾―ＩＴ】

鴻海３Ｑ、粗利率高水準も純利益は減少
　ＥＭＳ（電子機器の受託製造サービス）世界最大手の
鴻海精密工業が発表した第３四半期の連結売上高は１
兆800億台湾元（約３兆6,000億円）で、同四半期の過
去最高を更新した。粗利率は15四半期来、営業利益率
は７四半期来の最高をそれぞれ記録したものの、連結対
象となったシャープの損失を計上したことなどから、純
利益は減少した。工商時報などが伝えた。

　鴻海の第３四半期の売上高は、前期比16.6％、前年同
期比0.9％それぞれ増加。粗利率は7.4％で、前四半期
の6.0％、前年同期の7.2％から改善した。営業利益率
は3.9％で、前四半期の2.3％、前年同期の3.6％に比べ
上昇。１～９月の売上高は２兆9,600億元で、前年同期
比3.2％減少。粗利率は6.9％で、前年同期の7.2％を下
回った。営業利益率も同0.3ポイント下落し3.3％だっ
た。
　証券筋は、鴻海の第３四半期の業況について、新製品
の出荷が始まったことで売上高が押し上げられたほか、
出荷前の滞留在庫引当金を計上した第２四半期と比べ、
製品の出荷に伴う引当金分の費用計上がなくなったこ
とが、利益率の上昇につながったと分析する。
　売上高と利益水準が伸びた一方、第３四半期の純利益
（親会社の所有者に帰属）は346億3,500万元で、前期
に比べ95.8％増とほぼ倍増したものの、前年同期比では
8.5％減少した。出資が完了したシャープを第３四半期

から連結対象に組み入れたが、台湾元で約12億元のシ
ャープの損失持ち分を計上したことや為替差損が影響
し、最終減益となった。
　証券筋は鴻海の第４四半期の展望について、顧客の新
製品の販売が増収につながり、業績は第３四半期を上回
るだろうとみている。
　

10 月売上高は 4,719 億元
　
　鴻海の10月の売上高は4,719億3,300万元で、10月
では過去２番目の水準となった。前月比では0.8％増、
前年同月比では6.2％の減収。11日付工商時報が伝え
た。
　単月ベースの売上高は、米アップルのスマートフォン
新機種「iPhone（アイフォーン）７」シリーズの好調を
受け、８月、９月と前年同月比で増収が続いたが、10月
は中国生産拠点の人員配置見直しや、国慶節（中国の建
国記念日）連休に伴う稼働日の減少などで出荷ペースが
落ちた。
　分野別の出荷量は、コンピューティング製品、コンシ
ューマーエレクトロニクス製品、通信製品の３大分野で
いずれも前月と同水準か、それ以上を維持しており、う
ちコンピューティング製品の出荷が最も好調だった。
　１～10月の累計売上高は３兆4,266億7,800万元で、
前年同期比3.6％の減収となった。

【台湾―ＩＴ】

ＪＤＩの台湾拠点４社、１社に統合へ
　液晶パネル大手のジャパンディスプレイ（ＪＤＩ）は
台湾にあるグループ企業４社を再編し、１社にまとめる
方針だ。同社が11日までにＮＮＡに対し明らかにした。
　台湾の孫会社でＬＣＤモジュール製造の中日新科技
（ＳＴＣ）が中国広東省・珠海市に持つローエンド製品
の生産工場を中国携帯モジュール会社の江西合力泰科
技（ホリテック）に売却したことに伴い、台湾事業も再
編すると決めた
　ＳＴＣと同社親会社の台湾顕示器（ＴＤＩ）、営業子
会社のＪＤＩ台湾の３社を１社に統合し、ＳＴＣは15
日で上場廃止とする。車載用ディスプレーのモジュール

組立を行う高雄晶傑達光電科技（ＫＯＥ）も、将来的に
は統合の方向で検討するという。
　同社は今年度末までに海外従業員4,100人を削減す
ると発表しているが、ほとんどは珠海工場の従業員で台
湾への影響はないという。
　ＪＤＩは９日、台湾の電子ペーパー大手、元太科技
（Ｅインク）と業務提携すると発表。双方の技術を生か
して共同で電子ペーパー製品の開発を進め、デジタルサ
イネージ（電子看板）や電子棚札、電子ノートなど向け
に売り込んでいきたい考え。ＪＤＩはこれまで、元太科
技にＬＣＤのモジュール生産を委託していた。

【台湾―ＩＴ】

ＤＲＡＭ南亜科、米マイクロンの株５％取得
　台塑関係企業（フォルモサプラスチックグループ、台
プラ）のＤＲＡＭ大手、南亜科技（ナンヤ）はこのほど
開いた董事会（取締役会）で、メモリー大手の米マイク
ロン・テクノロジーの私募増資を引き受け、同社株

5.02％を取得すると発表した。取得額は314億5,700万
台湾元（約1,053億円）で、マイクロンの第３位株主に
なる。
　工商時報によると、南亜科技は今四半期中に同じグル

2016年（平成28年）11月14日（月） The Daily NNA台湾版【Taiwan Edition】　第04198号［3］

【ASIA】www.nna.jp/　【EU】www.nna.eu/Copyright(C) NNA All rights reserved. 記事の無断転載・複製・転送を禁じます



ープ企業のＤＲＡＭメーカー、華亜科技（イノテラ）の
保有株式約15億8,700株をマイクロンの台湾子会社で
ある台湾美光半導体（台湾マイクロン）に売却する計
画。売却額は計476億2,400万元に上る見通しで、マイ
クロンへの出資にはこの資金を充てる。
　南亜はマイクロンへの出資について、「戦略パートナ
ー関係の強化が目的」と説明。増資引き受けと同時に、
マイクロンの18ナノメートル、15ナノのＤＲＡＭ製造

技術と製品ライセンスのオプションも取得する。
　南亜はこのほか、５億米ドル（約534億円）を上限と
した転換社債を海外で発行すること、手元資金160億元
を20ナノ製造プロセスの生産能力拡張に投じることも
董事会で決議した。20ナノの新工場ではすでに設備搬入
を始めており、来年第１四半期に試験生産を始め、同年
下半期には正式稼働できる見通しという。

【台湾―ＩＴ】

半導体部品の生産撤退、住友金属鉱山
　【共同】住友金属鉱山は11日、リードフレームと呼
ばれる半導体部品の生産から撤退すると発表した。市場
の大きな伸びが見込めず、中国メーカーとの価格競争も
激しくなっているため。内外の拠点は台湾企業２社に売
却するなどして整理する。
　国内拠点のうち、ＳＨプレシジョン（山形県米沢市）
は台湾メーカーの界霖科技への売却を検討する。大口マ

テリアル（鹿児島県伊佐市）も台湾の長華電材グループ
と、売却など事業の在り方を交渉する。従業員の雇用は
維持するという。
　新居浜マテリアル（愛媛県新居浜市）とＳＨマテリア
ル（東京）は事業を順次縮小して清算する。両社の従業
員はグループ会社への転籍などで対応し、人員合理化は
しないとしている。

【台湾―ＩＴ】

ＡＳＵＳ、３Ｑ純利益は前年同期比42％増
　パソコン（ＰＣ）ブランド世界大手の華碩電脳（ＡＳ
ＵＳ）が11日に発表した今年第３四半期の連結決算（主
力の「ブランド事業」）は、純利益が前年同期比41.9％
増の59億7,900万台湾元（約199億8,000万円）だっ
た。前期比では44.9％の増加。同社は製品ラインアップ
の見直しのほか、営業外収益が大きく増えたことが最終
増益につながったとしている。

　同日に開催した第３四半期の業績説明会で明らかに
した。ＥＭＳ（電子機器の受託製造サービス）事業を含
まない、「ブランド事業」の第３四半期の売上高は1,075
億700万元で、前年同期比3.1％減。前期比では14.4％
増えた。粗利益は前年同期比で5.9％減。本業のもうけ
を表す営業利益は営業費用がかさんだことから14.9％
減ったが、為替差益や配当金など営業外収入が前年同期
比で約30倍の33 億2,700万元に膨らみ、増益を支え
た。
　同社は今四半期の売上高が前期比６～７％減の1,000
億～1,010億元前後になると予測。主要製品別の売上高
はＰＣが前期比で０～５％増、モバイル端末が10～20％
増える一方、マザーボード（ＭＢ）など関連部品は５～
10％減少するとした。粗利率は12～14％、営業利益率は
3.75～4.25％になるとみている。
　

初の「ＡＲスマホ」来年発売へ
　
　同社の沈振来執行長は、来年１月に米国で開催される
世界最大級の家電見本市、コンシューマ・エレクトロニ
クス・ショー（ＣＥＳ）に合わせ、ＡＲ（拡張現実）機

能を柱としたスマートフォン新機種「ZenFone ＶＲ」を
発表、早ければ２月にも発売する計画があることを明ら
かにした。このほか、かねて進めていたバーチャルリア
リティー（仮想現実、ＶＲ）市場への参入についても
「来年第３四半期にオールインワンタイプのＶＲヘッド
セットを投入する」と述べ、計画が順調であることを強
調した。
　沈執行長によると、ZenFoneシリーズを核としたスマ
ホ事業は今四半期にも黒字化する見通し。来年第２四半
期にはZenFoneの第４世代機種を発売する予定で、「今
後も高成長が続く」とした。縮小が続くノートＰＣ市場
については「ハイエンドモデルや、利益率の高い機種に
重点を置く」として、ゲーミングＰＣと薄型ノートＰＣ
「ZenBook」シリーズ、２イン１ＰＣにリソースを集中す
るとコメント。「これら３大製品は現在ＰＣ出荷量の約
３割を占めているが、来年には４割まで拡大する」と述
べた。
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【台湾―車両】

ホンダ、ツーリング用の大型バイク投入
　ホンダの台湾法人、台湾本田は11日、ツーリングな
ど長距離走行向けのクルーザーモデル二輪車「ゴールド
ウイング」を台湾市場に投入すると発表した。価格は112
万8,000台湾元（約378万円）で、年間で120台の販売
を目指す。
　ゴールドウイングは排気量1832ｃｃで、低重心化や
静粛性などに優れた水平対向６気筒エンジンを搭載し
ており、ホンダはクルーザーモデルの最高峰に位置づけ
ている。近年台湾でもツーリング需要が増えていること
から販売を決めた。
　台湾本田の伊藤隆人董事長は発表会のあいさつで、
2015年４月に台湾の二輪車市場に再参入して以来、この
１年半で約2,000台を顧客に届け、商品ラインナップも
９車種から12車種に増えたとアピール。今後も販売拡
大に力を入れ、来年は台湾の二輪車市場でシェア10％以

上を目指したいと語った。
　　

【台湾―車両】

裕隆、ラクスジェン「Ｓ３」のラインアップ強化
　台湾自動車大手の裕隆集団傘下で、自社ブランド「ラ
クスジェン（ＬＵＸＧＥＮ）」を製造する納智捷汽車は、
「Ｓ３」モデルの販売を強化する。レジャー用途のレク
リエーショナル・ビークル（ＲＶ）モデルに加え、２種
類の改良モデル車も投入し、ラインアップを増やす。同
業各社がしのぎを削る年末商戦に向けて販売台数の押
し上げを図る。蘋果日報が伝えた。
　納智捷汽車は、ＬＵＸＧＥＮのエントリー車と位置付
けるＳ３のモデルチェンジ車を今年５月に発売。同社の
胡開昌総経理によると、これまでの累計受注台数は
2,500台を突破したという。このほど発表した２タイプ
の改良モデル車は、価格が71万9,000台湾元（約240

万円）と67万9,000元で、若者世代を主なターゲット
に据えている。
　ＬＵＸＧＥＮ各ブランドの今年１～10月のナンバー
プレート登録台数で最も多いのは、「Ｕ６」の6,693台。
次いで「Ｍ７」の2,337台、Ｓ３は2,162台となってい
る。納智捷汽車は、Ｓ３について、1600ｃｃの高性能エ
ンジンを搭載した「エンターテインメントとハイテク機
能を備え、かつ楽しめるクルマ」とアピール。同社は今
年下半期の目標を3,000台以上としている。来年以降の
販売計画では通年で6,000台の水準を見込んでおり、Ｕ
６に次ぐ主力ブランドに成長させたい考えだ。

【台湾―化学】

台塑、ポリアクリロニトリルの生産から撤退
　台塑関係企業（フォルモサプラスチックグループ、台
プラ）傘下の台湾塑膠工業（フォルモサ・プラスチッ
ク、台塑）はこのほど開催した董事会（取締役会）で、
赤字が続くポリアクリロニトリル（ＰＡＮ）の生産を停
止すると決定した。市場で製品の供給過剰状態による価
格の低迷が続き、競争力の向上と採算の改善が見込めな
いと判断した。工商時報などが伝えた。
　台塑はポリアクリロニトリルの生産停止に合わせ、同
製品の生産拠点である高雄仁武工場の業務を縮小する。
仁武工場でのポリアクリロニトリルの生産状況は、昨年
が４万3,800トンの生産能力に対し、実際の生産量は３
万1,800トン。生産能力は、ピークだった７万2,000ト
ンから2012年には６万3,000トン、13年以降は４万

3,800トンに低下していた。約９割が輸出用で、連結売
上高に占める同事業の割合は1.2％にとどまっている。
　台塑によると近年、中国でポリアクリロニトリルの生
産設備が相次ぎ拡張されたことを受け、競争がさらに激
化。12年からは赤字が続き、累積赤字は約11億台湾元
（約35億円）に膨らんでいた。同工場でポリアクリロニ
トリルの生産ラインに従事する136人の従業員は、工場
内の他の生産現場への異動や他工場への転勤などで調
整するという。
　台塑は、燃えにくい生地や毛玉が発生しにくい加工を
施したアンチピリング生地など付加価値の高い製品へ
のシフトを強めている。ポリアクリロニトリル市場から
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の撤退により、今後は採算の改善と技術力のさらなる向
上に経営資源を振り向ける考えとみられる。

【台湾―製造】

テクニカ、レコードプレーヤーを台湾販売へ

　音響・映像機器メーカーのオーディオテクニカ（東京
都町田市）は11日、台北市内で2016年の新製品発表会
を開催し、アナログレコードプレーヤー２機種を発売す
ると発表した。同社は近年のアナログレコード人気再来
を背景に手頃なアナログ関連製品のラインアップ拡充
を図っており、台湾でもレコード愛好者を増やしていく
考え。
　新たに発売するプレーヤーは「ＡＴ―ＬＰ５」（日台
同時発売）と「ＡＴ―ＬＰ60ＢＬ」（海外モデル）の２
機種。ともにレコード音源をデジタル化してＰＣやスマ

ートフォンなどに録音できるＵＳＢ端子を搭載。また、
アクティブスピーカーを接続してレコードを再生でき
るフォノイコライザー（PHONO/LINE）を内蔵している。
ＡＴ―ＬＰ５はダイレクトドライブ方式のプレーヤー
でメンテナンス性や拡張性に優れ、制震設計を施した厚
さ５mmのラバーマットが付属。ＡＴ―ＬＰ60ＢＬはア
ナログレコード入門向けの製品で、レコードをセットし
スタートボタンを押すと再生が始まるフルオート再生
に対応する。
　価格はＡＴ―ＬＰ５が２万台湾元（約６万6,800円）、
ＡＴ―ＬＰ60ＢＬが6,000元で、11月18日に発売。発
表会にはジャズ/フュージョンバンドの無限融合楽団
（ＴＦＰ）と歌手の朱俐静さんがオーディオテクニカ新
製品でデモンストレーション演奏を披露した。ＡＴ―Ｌ
Ｐ５には先着200台に無限融合楽団のアルバムレコー
ド「グルーヴ・マシン」が、ＡＴ―ＬＰ60ＢＬには500
台に朱俐静さんの「存在的力量」がそれぞれ同封される。
　国際レコード・ビデオ製作者連盟（ＩＦＰＩ）の統計
によると、世界のアナログレコード販売額は2006年の
3,400万米ドル（約36億2,600万円）から14年は10倍
の３億4,700万米ドルまで伸びたという。
　オーディオテクニカは高性能マイクにも定評があり、
米国の世界的な音楽賞「グラミー賞」授賞式では1997
年から19年連続、都市型ロックフェスティバル「サマ
ーソニック」では2002年から14年連続でマイクを提
供。今年は８月のリオデジャネイロ五輪/パラリンピッ
クでも数百本のマイクを提供した。

【台湾―商業】

亜太電信、年末からシャープ家電を台湾販売
　ＥＭＳ（電子機器の受託製造サービス）世界最大手、
鴻海精密工業の系列通信会社である亜太電信（ＡＰＴ）
は11日、シャープの家電を12月から200カ所の営業所
で販売していくと発表した。経営再建中のシャープは今
年７月からスマートフォン３機種の台湾販売を相次い
で開始したが、鴻海の傘下となってから台湾で家電を展
開するのは初めて。
　亜太電信はまず、11日から12月14日までの期間限定
で、新たに第４世代移動通信システム（４Ｇ）のパケッ
ト通信プランを申し込んだ人を対象に、抽選でシャープ
のスマート家電が当たるキャンペーンを実施。対象とな
る製品は◇50インチフルハイビジョン（ＦＨＤ）液晶テ
レビ◇過熱水蒸気オーブンレンジ（26リットル）◇水な

し自動調理鍋◇洗濯機◇蚊取り機能付き空気清浄機◇
速乾タイプドライヤー◇除湿機――。
　亜太電信のトウ美慧・行銷副総経理（トウ＝登におお
ざと）は工商時報などの台湾メディアに対し、営業所約
400店のうち200店以上で12月からシャープのスマー
ト家電を取り扱うとコメント。参考価格は50インチＦ
ＨＤテレビと過熱水蒸気オーブンレンジが２万9,900
台湾元（約７万6,000 円）、水なし自動調理鍋が２万
2,900元になる見通しという。
　シャープの広報担当者はＮＮＡに対し「台湾販売に関
する内容は承知していないが、家電の海外販売を強化し
ていく方針は事実」と説明。亜太電信の広報担当者は
「家電販売開始の具体的な日付や製品、価格、販売店舗
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については現在調整中。近日中に改めて発表できる見通
し」と述べた。

【台湾―建設】

台北芸術表演中心が施工停止、建設業者の破産で
　建設業者の理成営造工程が10日、経営破たんした。
同社は台北市士林区の台北捷運（台北ＭＲＴ）剣潭駅前
で建設が進められている芸術劇場「台北芸術表演中心
（ＴＰＡＣ）」を手掛けており、同劇場の施工は11日に
停止。理成営造の衣治凡董事長は「長年の財政難に加
え、同劇場の施工が当社の技術や財政面の負担能力を上
回っていたことが経営破たんにつながった」と釈明し
た。
　11日付経済日報などが伝えた。理成営造をめぐっては
昨年来、資金難がささやかれていたが、同社はそのたび
に否定してきた。しかし衣治凡董事長は、長期にわたり
財務状況が不安定だった事実を認めた上で、「近年の台
湾経済の伸び悩みで公共・民間を問わず建設予算が縮小
していた。当社は各案件の工程管理を担う総経理の不在
が赤字を招いた」と説明。台北芸術表演中心については
「栄誉や評価を求めて分不相応な大規模施工を請け負っ
たが、工程の複雑さや、各種制限や条件がここまで多い
とは予想していなかった」と弁明した。
　台北芸術表演中心は来年８月に完工予定で、現在は工
程の約74％が完成している。ただ台北市政府の職員は、
「理成営造の経営破たんにより工期は少なくとも１年半
以上延びる」とみている。

　理成営造は1980年創業。これまで百貨店大手、新光
三越百貨の店舗や高級ホテル「寒舎艾麗酒店（ハンブル
ハウス台北）」などを手掛けた。衣董事長によると、今
後はできる限り早く董事会（取締役会）と株主総会を開
き、破産申し立ての手続きを進める予定。
　　

【台湾―運輸】

ウーバー、台湾でフードデリバリーサービス
　配車サービス「ＵＢＥＲ（ウーバー）」を展開する米
ウーバー・テクノロジーズは、台湾で有名店などの調理
済み料理を指定された場所まで届けるフードデリバリ
ーサービスを始める。台湾版サイトには既にサービスの
概要を掲載しており、15日に正式発表する予定。
　フードデリバリーサービスの「ＵｂｅｒＥＡＴＳ（ウ
ーバーイーツ）」は、まず台北市でスタート。高級ステ
ーキハウスの「茹絲葵牛排（Ruth's Chris）」や、鍋料
理の「鼎王麻辣鍋」など市内の人気店の料理を届ける。
ウーバーは、こうしたフードデリバリーを米国やカナ
ダ、オーストラリア、日本など各国・地域の36都市で
展開している。
　一方、中央通信社によると、こうした動きに対し交通
部（交通省）は、ウーバーが「自動車運送業」に登録し

ていないことを問題視。営業用車両ではない車を使って
デリバリーサービスを行い、料金を受け取った場合は
「公路法」に違反する疑いがあるとして、違反が認めら
れた時点で最高15万台湾元（約50万円）の罰金を科す
可能性に言及している。
　台湾ではかねて、「情報通信業」であるウーバーの配
車サービスを認めるか否かで議論が続いている。今回の
フードデリバリーサービスでも既存の事業者の反発が
予想されるだけに、新たな問題となりそうだ。一方、ウ
ーバーの取締役兼チーフアドバイザーを務めるデイビ
ッド・プロフ氏は、今月台湾で開かれたフォーラムに出
席し、一連のサービスに高額の罰金を科す台湾政府の姿
勢を批判。「世界に広がる自動車シェアリングの動きか
ら外れている」などと自説を展開した。
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【台湾―公益】

洋上風発の産業連盟、台船中心に発足
　造船台湾大手の台湾国際造船（台船）を中心に洋上風
力発電所の施工事業で協力する産業連盟「離岸風電海事
工程産業連盟（マリンチーム）」がこのほど、高雄市で
発足した。同連盟は、2030年までに計7,200億台湾元
（約２兆4,000億円）を投じて洋上風力発電機800基の
設置を計画している。
　自由時報などが伝えた。連盟には、台船と◇公営電力
企業の台湾電力（台電）◇鉄鋼台湾最大手の中国鋼鉄
（中鋼）◇通信大手の中華電信◇金属技術に関する台湾
政府系の研究開発機関、金属工業研究発展中心（金属中
心、ＭＩＲＤＣ）◇政府系シンクタンクの工業技術研究
院（工研院、ＩＴＲＩ）――のほか、海上での施工事業
を手掛ける域内業者が参加する。

　発起人である台船の鄭文隆董事長は、「政府は風力発
電事業を重視しているが、当社が供給可能な設備や部品
は一部にとどまるため、時間をかけて連盟の形成を図っ
てきた」と説明。その上で「連盟を通じて台湾が擁する
技術を把握し、海上と陸上の専門技術を融合する。必要
に応じて海外の関連技術も導入する」と述べた。
　鄭董事長によると同連盟はまず20年末までに台湾海
峡に発電容量計52万キロワット（ｋＷ）の発電機を設
け、25年末には300万ｋＷに引き上げる。
　洋上風力発電関連の連盟では、中鋼を中心とした「ウ
ィンドチーム」も結成されている。鄭董事長によるとマ
リンチームは主に水中での設備の施工を、ウィンドチー
ムは洋上部分の部品や設備の供給を担う。

【台湾―金融】

玉山銀が緬ヤンゴン支店開設、台湾行で同国初
　玉山金融控股（Ｅサン・フィナンシャル・ホールディ
ング）傘下の玉山商業銀行はこのほど、ミャンマー最大
都市のヤンゴンに支店を開設した。ミャンマー中央銀行
から今年３月に仮認可を受けた外銀４行全てが支店を
開設したことになる。中央通信社などが伝えた。
　玉山金控の黄永仁董事長によると、投資額7,500万米
ドル（約79億円）のうち3,500万米ドルを支店開業と
運営資金に充て、残り4,000万米ドルはミャンマー中央
銀行に預け入れている。
　ミャンマー中央銀行による外資系銀行の支店開設認
可第１弾では、３大邦銀など９行が免許を取得し、2015
年に支店を開設。第２弾では玉山商業銀行のほか、ベト
ナム投資開発銀行（ＢＩＤＶ）、韓国の新韓銀行、国営
インドステイト銀行（ＳＢＩ）が免許を得た。全行が支
店を開き、ミャンマーの外国銀行支店の数は13になっ
た。
　玉山銀は1992年の設立。13年７月にヤンゴン駐在員
事務所を開設していた。

　　

【台湾―金融】

楽陞のＴＯＢ失敗、中信銀が投資家に補償金
　日本人投資家が率いる投資会社「百尺竿頭数位娯楽」
によるオンラインゲーム開発台湾大手の楽陞科技（Ｘペ
ック・エンターテインメント）の株式公開買い付け（Ｔ
ＯＢ）不成立問題をめぐり、金融持ち株大手の中国信託
金融控股（ＣＴＢＣフィナンシャル・ホールディング、
中信金）はこのほど、投資家利益の保護を行う証券投資
人及期貨交易人保護中心（投保中心）に対し、損失を被
った投資家への補償金として５億台湾元（約17億円）

を支払うことを決めた。
　工商時報によると、楽陞のＴＯＢ不成立をめぐって
は、中信金傘下の中国信託商業銀行（中信銀）と中国信
託総合証券（中信証）が百尺竿頭からＴＯＢ関連業務を
代理で請け負うなどしていた。中信金は「中信銀、中信
証ともに法律上違反はなく、ＴＯＢに関する業務はすべ
て関連法規に従って進めた」としながらも、道義的な責
任から補償金の支払いを決めたと説明。対象となる投資
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家は約２万人で、１人当たり約１万3,000～１万4,000
元が支払われる見通し。
　中信金は今後、百尺竿頭へ損害賠償を求める投資家を

支援すると同時に、企業のＭ＆Ａ（合併・買収）業務で
は改正後の関連法規に従い、投資家の権益保護に向けて
主管機関などと連携していくと強調した。

【台湾―金融】

11日指数は反落、ハイテク関連が軟調
　11日の台湾株式市場で加権指数は反落。終値は前日比
194.42ポイント（2.1％）下落し、8,957.76ポイント、
売買代金は1,132億5,800万台湾元（約3,780億円）だ
った。
　米国大統領選挙で共和党候補のドナルド・トランプ氏
が当選し、世界の金融市場は大きく反応。台湾市場もニ
ューヨーク株式市場の動向に敏感な展開となっている。
現地時間10日の取引で、ハイテク関連銘柄が多いナス
ダック総合指数を構成するアマゾン・ドット・コムやア
ップルが弱含んだことを受け、翌11日の台湾市場では
ハイテク関連を中心に下げる銘柄が相次いだ。加権指数
は、寄り付きで120ポイント以上下落、その後あっさり
と節目の9,000ポイントを割り込んだ。金融や鉄鋼の一

部に買いが入ったものの、相場を下支えするには弱く、
加えて外資が資金を引き上げる形で239億元超を売り
越したことも影響し、指数は8,900ポイント台後半の値
動きのまま引けた。
　ファウンドリー（半導体の受託製造）世界最大手の台
湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）が2.2％下落。前日のニュ
ーヨーク市場で、同社の米国預託証券（ＡＤＲ）が3.8％
下げたことが嫌気された。ＴＳＭＣとともに値がさ株の
代表的銘柄である、光学デバイス大手の大立光電（ラー
ガン）も売りに押され、4.2％下落。携帯端末向けＩＣ
設計世界大手の聯発科技（メディアテック）は、投資先
企業が20営業日連続でストップ高となり話題を呼んで
いるが、株主である同社株は売られ、3.2％下げた。

【台湾―経済】

蔡総統、米国と「ＴＩＦＡなど運用で関係深化」
　米大統領選で環太平洋連携協定（ＴＰＰ）離脱を掲げ
る共和党のドナルド・トランプ氏が勝利し、米議会での
承認が絶望的になる中、台湾の蔡英文総統はこのほど
「米台間の貿易・投資枠組み協定（ＴＩＦＡ）」会議など
既定のメカニズムの運用を通じて、米国の新政権に米台
間の経済協力と経済統合に対する台湾側の意志を伝え、
相互に有益な貿易関係を深めていく」との方針を示し
た。　

　自由時報のイン
タビューに答える
形で明らかにした。
ＴＰＰのとん挫で、
中国が地域経済統
合での影響力を強
めるとの見方に対
しては「米国と中国
以外にも、アジア太
平洋地域には経済
面での実力を持ち、

政治・安全保障問題などで影響力を行使できる国がまだ
ある」と指摘。また「米国は強大な経済体。ＴＰＰへの
態度が変わったからといって、影響力が完全に消えるわ
けではない」とも述べた。
　その上で「トランプ氏の大統領就任は、世界の貿易自

由化や地域経済統合の進展に一定の不確定要素をもた
らすが、台湾の既定の経済・貿易政策には影響しない」
ともコメント。トランプ氏の政策を受けてアジア諸国が
中国に接近し、台湾が掲げる東南アジア諸国連合（ＡＳ
ＥＡＮ）などとの関係強化策「新南向政策」の推進が困
難になるとの見方に対しては「新南向政策は両岸（中
台）関係に取って代わるものでも、関係を阻害するもの
でもない」と指摘。あくまでアジア太平洋地域の新たな
経済発展に向けて台湾の位置付けを定め直し、今後の成
長につなげるのが狙いだとした。
　その上で米国の新政権発足を前に、「新南向政策の重
要性、必要性はさらに鮮明になった。ＡＳＥＡＮや南ア
ジアのほかニュージーランド、オーストラリアなどと経
済面で緊密に連携し、力を合わせて今後の変動に対応す
ることが求められる」などと述べた。
　蔡総統はこのほか、自身が中台関係の基礎として掲げ
る「現状維持」が、米国やアジア太平洋地域の利益に
「最も符合する」とあらためて強調。トランプ氏の就任
後に台湾が米国の後ろ盾を失い、中国を抑えられなくな
るという一部の見方については「非常にゆがんだ、誤っ
た考えだ」とし、「中台が積極的な交流と対話を続け、
平和で安定した長期的な関係を築く。この立場と主張は
米国の与野党からともに肯定され、支持されていると信
じる」と述べた。

【台湾―政治】

台湾、中国が妨害と批判、国連の医療関連活動で
　【台北共同】台湾で対中政策を主管する大陸委員会は
12日、ニューヨークの国連本部で11日開かれた国連関
連の会合で、台湾からの出席者が中国の妨害で入場でき

なかったと明らかにし、「台湾人の感情を傷つけた」と
批判した。台湾の中央通信社が伝えた。
　会合は、難病対策に関する非政府組織（ＮＧＯ）によ
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る委員会の設立大会。台湾の専門家が招かれて演説しよ
うとしたところ中国に妨害された。
　大陸委員会は、蔡英文政権発足後、中国が「政治的理
由により台湾の国際活動に打撃を加えて対抗、対立の道

を歩んでいる」と批判した。
　専門家が所属する台湾の民間団体によると、開催当日
になって中国が国連に対して台湾人の入場に抗議を申
し入れてきたため、出席できなくなったという。

【台湾―政治】

習氏「領土分裂」許さず、孫文式典でけん制
　【北京共同】清朝を打倒した辛亥革命を指導した孫文
の生誕150年を記念する式典が11日午前、北京の人民
大会堂で開かれた。中国共産党の習近平総書記（国家主
席）が演説し、台湾独立志向の民主進歩党（民進党）の
蔡英文政権を念頭に「中国の領土を分裂させることを絶
対に許さない」と強調、蔡政権を強くけん制した。
　さらに習氏は「いかなる政党でも、過去にどのような
主張をしていても、『1992年合意』を受け入れ『一つの
中国』を認めさえすれば交流する」と述べ、蔡政権に共
産党と共同歩調を取るよう迫った。
　台湾野党の国民党創始者で「中華民国」建国の父でも

ある孫文について、習氏は「孫先生は一貫して国家統一
と民族団結を守り、一切の国家分裂の言動に反対した」
とたたえた。
　習氏は１日、北京で行われた国民党の洪秀柱主席との
会談で孫文に触れた上で、中国には台湾独立を抑え込む
「強い意志や自信、十分な能力がある」と述べていた。
　孫文は日本で亡命生活を送り、多くの日本人から資金
援助などを受けていたことから、記念式典には交流があ
った日本人の遺族らも出席した。
　記念イベントは、孫文が眠る中山陵がある江蘇省南京
や、出身地の広東省などでも行われる。

【台湾―政治】

孫文の継承者は国民党、習主席発言に反発
　【台北共同】台湾の国民党の洪秀柱主席は12日、中
国の習近平国家主席が清朝を倒した辛亥革命を主導し
た孫文生誕150年を記念した演説で「中国共産党が孫文
の最も忠実な継承者だ」と発言したことについて「真正
な継承者は当然、国民党だ」と反論した。

　孫文は国民党の創設者で台湾が現在も「国名」とする
「中華民国」の建国の父。12日が誕生日で、洪主席はこ
の日、台北市内の「国父記念館」を訪問し孫文の銅像に
献花した。

その他のニュース（10～13日付）
　【ＩＴ】
　◆ＡＳＵＳ董事長、世界経営者フォーラムで講演
　◆メモリーの威剛、３Ｑ利益は前期比３倍
　◆ＴＶの瑞軒、３Ｑ出荷量は前年同期比79.1％成長
　◆アップルが中古iPhone直販、委託の富士康に打撃
　◆群聯董事長、ＮＡＮＤ型「来年３Ｑに最も品薄」
　◆光宝科、３ＱのＥＰＳは11年来の最高更新
　◆緯創の３Ｑ純利益、前年同期比22％減
　【経済】
　◆光陽機車、二輪車テレマティクスの充実に注力
　◆Gogoroの独レンタル事業好調、車両追加投入へ
　◆中華汽車、電池交換式電動スクーター事業拡大
　◆石油製品価格、14日から0.3～0.4元値下げ
　◆酒・茶・コーヒー見本市、18～21日に台北南港で
　◆聚陽、10月売上高は前年同月比16.6％減
　◆統一企業、統一超好調で３Ｑ利益前年比7.3％増
　◆ＡＢＣクッキングスタジオ、そごう敦南に４号店
　◆台湾ＯＥＭ各社、トランプ当選で米回帰製造懸念

　◆富山ブラック「麺家いろは」12月に台湾１号店
　◆瓦城、３年内に傘下タイ料理店を全米80店展開へ
　◆承億文旅、現地ツアーサイトＫＫＤＡＹと提携
　◆ＣＡＴＶ３社への罰金問題、凱擘が不正行為否定
　◆10月の上場企業売上高、同月過去最高49社更新
　◆地価税急騰で救済措置、30日まで除外申請受付
　◆台韓上場投資信託の相互上場始動、取引好調
　◆欧州在台商務協会、国発会に労使問題の解決要求
　【政治】
　◆日本食品の輸入緩和、公聴会は乱闘など大荒れ
　◆海基会董事長、民間企業２社の理監事職を辞任
　◆翁長沖縄県知事、25日に訪台しトップセールス
　【社会】
　◆台湾コウモリから新型狂犬病ウィルス、世界初例
　◆カンボジアでツアーバス事故、台湾人８人重軽傷
　（当欄では台湾主要メディアなどが報じたその他の
ニュースをダイジェストで紹介しています）
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飲酒運転の常習犯に命の教育
　飲酒運転の常習犯は葬儀場で死
者と向き合うこと――。台北市では
飲酒運転で２度以上捕まると、葬儀
場での社会奉仕を命じられる可能
性がある。昨年９月から始まった制
度で、これまでは葬儀場の休憩室な
どの清掃作業が中心だったが、年末
からはひつぎ安置室や保管冷蔵庫、
遺体化粧室などの清掃も含まれる
ことになった。常習犯に対し直接遺
体と対面させ、命の尊さを理解させ
るのが目的という。12日付自由時
報が伝えた。

　発案者である民主進歩党（民進
党）の何志偉・台北市議員は、この
措置は懲罰ではなくいのちの教育
だと強調。「遺体に触れない、目を
合わせない、専門的な業務に関与し
ない」の三原則を元に、職員にタオ
ルを渡す手伝いなどをさせる方針
だ。
　台湾では2013年から飲酒運転へ
の罰則を強化。ただ台北市では今で
も毎年平均１万件以上の違反があ
り、中には５年で９回飲酒運転を繰
り返した者もいるという。飲酒運転

による死者も出ており、常習犯への
教育を深めることが必要と判断し
たようだ。

　　

【中国―商業】

実店舗の活性化を支援、国務院が政策指針
　中国のインターネット通販の祭典「双十一」に当たる
11日、国務院（中央政府）弁公庁は、小売り実店舗の活
性化に向けた政策指針を発表した。実店舗は「商品流通
の重要な基盤」と位置づけ、電子商取引（ＥＣ）に押さ
れ気味の小売店を政策面から後押しする。
　指針ではまず、実店舗を取り巻く商業環境について◇
経営コストの継続的な上昇◇消費需要の構造的な変化
◇ＥＣの急速な発展̶̶といった「これまでにない挑
戦」に直面していると指摘。その上で実店舗が今後さま
ざまな業態間や店舗間の融合を進め、商品の販売だけで
なくライフスタイルを創造する方向へ転換していくよ
う誘導する姿勢を示した。
　特にオンラインとオフラインの融合を促進する方針
で、実店舗がネットやビッグデータなどＩＴを活用する
よう働きかけるとともに、オンライン企業とオフライン
店舗との提携や統合を奨励する。ＥＣプラットフォーム
が抱えるデータを実店舗が利用できる制度の構築など

も進める。
　実店舗の資本やノウハウ、管理体制を強化するため、
外資の導入もあらためて強化する方針。食品や化粧品の
輸入に際しての衛生や安全に関する審査体制を見直し、
輸入食品の検疫手続きを簡素化するなど、海外有名ブラ
ンドの国内販売を支援する。
　このほか、オンラインとオフラインとの公平な競争環
境の整備や、改革に取り組む実店舗への政府財政からの
支援、税金や行政費用による企業負担の軽減などを推
進。チェーン店の店舗ごとの登記手続きを簡素化するこ
とや、路面店の装飾に関する規制緩和、屋外での販売活
動に関する規制緩和といった具体的な施策も盛り込ん
だ。
　詳細は国務院のウェブサイト＜http://www.gov.cn/z
hengce/content/2016-11/11/content_5131161.htm＞で
確認できる。

【中国―公益】

中英が原発協力を推進、共同で研究センター
　中国国有原子力大手の中国核工業集団（北京市西城
区、中核集団）は10日、英国国立原子力研究所（ＮＮ
Ｌ）と共同で英マンチェスターに研究開発（Ｒ＆Ｄ）セ
ンターを開設したと発表した。今後５年で5,000万ポン
ド（約66億9,500万円）を投じ、中英両国の原発協力
を推進する。
　Ｒ＆Ｄセンターは、中核集団グループの中国核電（英
国）とＮＮＬの折半出資で設立。原子炉や核燃料の先進
技術、廃炉と放射性廃棄物の処理など原発に関するさま

ざまなテーマを扱い、研究費用は中核集団と英政府が全
額負担する。
　中国政府は、大気汚染や温暖化対策に最も効果的なエ
ネルギーとして原発の建設を加速している。稼働中と建
設中を合わせた中国の原発は2020年までに90基に拡
大し、フランスを抜いて米国に次ぐ世界第２位の原発大
国となる見通し。
　原発の海外輸出も国家戦略として推進しており、英国
では南西部サマセット州ヒンクリーポイントで計画さ
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れている新規原発「ヒンクリーポイントＣ」の建設に国
有原子力大手の中国広核集団（深セン市、中広核）が参
画することが決定している。東部のサフォーク州サイズ

ウェルとエセックス州ブラッドウェルの新規原発事業
にも出資し、このうちブラッドウェルＢでは国産原子炉
「華竜１号」を導入する計画だ。

【中国―経済】

自貿区政策を全国展開、投資管理など19件
　中国国務院（中央政府）は10日、自由貿易試験区（自
貿区）で先行導入している実験的な政策の一部を全国で
実施すると発表した。改革の成果が実証され、制度とし
て成熟したものを全国的な政策として採用する。
　全国導入の対象となる政策は全19件で、投資管理の
規制緩和や貿易手続きの利便性向上などに関するもの
が中心。うち７件は保税区や輸出加工区などの税関特殊
監督管理区域に限定しての適用となる。
　具体的な内容としては、既に発表済みである外資企業
の設立と変更に関する手続きの認可制から届出制への
移行や、オンラインによる国際貿易手続きのワンストッ
プ化、税関特殊監督管理区域におけるコモディティ商品

の現物保税取引などが含まれる。いずれの政策も今月末
までに全国で実施するよう求めている。
　自貿区は上海市、天津市、広東省、福建省の４カ所に
あり、外資企業の投資に対する規制緩和や貿易手続きの
簡素化、金融規制の緩和などの実験的な政策が行われて
いる。政府は今年８月、遼寧省、浙江省、河南省、湖北
省、重慶市、四川省、陝西省の７カ所にも自貿区を新設
すると発表した。
　全国導入する政策の詳細は国務院のウェブサイト＜h
ttp://www.gov.cn/zhengce/content/2016-11/10/conte
nt_5130918.htm＞で確認できる。

【香港―食品】

上海蟹検査を強化、最新結果は安全＝ＣＦＳ
　江蘇省にある養殖場２社の上海蟹（中国語：大閘蟹）
から、基準値を超える発がん性物質が検出された問題を
受け、香港政府食物環境衛生署食品安全センター（ＣＦ
Ｓ）は11日、新たに６匹のサンプル検査を実施したと
ころ、いずれのサンプルも問題はなかったと発表した。
今後も上海蟹に対する検査を強化し、サンプル検査を継
続する方針を示している。

　９月末に実施したサンプル検査では、全５匹中２匹か
ら、発がん性のあるダイオキシン類の濃度がＣＦＳの処
置基準値（１グラム当たり6.5ピコグラム―ＴＥＱ＝毒
性等量）を上回った。ＣＦＳは今月１日から、養殖場２
社産の香港への輸入と香港での販売を停止。香港市場に
出回る上海蟹の約８割が市場から姿を消したとされて
いる。

【韓国―ＩＴ】

カカオがＯ２Ｏ縮小へ、交通サービスに集中
　韓国ＩＴ大手のカカオが、インターネットを使って実
店舗に顧客を呼び込む「オンライン・ツー・オフライン
（Ｏ２Ｏ）」サービスを縮小させる。タクシーの配車や代
行運転など交通サービスに経営資源を中心する。
　同社の林ジフン代表が７～９月期の決算発表の席で
明らかにした。年内にサービス開始を予定していた掃除
代行呼び出しアプリ事業は中断する。林代表は、Ｏ２Ｏ
事業を拡大するのではなくスタートアップ企業にプラ
ットホームを提供する形を取るとした。
　一方、同社の2016年７～９月期の売上高（連結ベー

ス）は前年同期比70.5％増の3,914億ウォン（約358億
円）、本業のもうけを示す営業利益は87.0％増の303億
ウォンだった。カカオは年初に、音源提供サービス「メ
ロン」を運営するローエン・エンターテインメントを買
収したが、音源サービスやウェブトゥーン（インターネ
ットマンガ）が好調だった。これらを含むコンテンツ分
野の売上高は1,984億ウォンで187.2％増を記録した。
　カカオの主な収入源であった広告の売り上げは1,269
億ウォンで13.5％減った。
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14日

７～９月期ＧＤＰ速報値ほか

　【国内】
　・ドイツのガウク大統領が来日（～18日）
　・７～９月期ＧＤＰ速報値（８時50分、内閣府）
　・９月の鉱工業生産指数・確報
　（13時30分、経産省）
　・札幌冬季アジア大会の全競技のチケットを販売開
始
　・黒田日銀総裁の講演と記者会見（10時30分、名
古屋市・ウェスティンナゴヤキャッスル）

　【海外】（現地日程）
　・オバマ米大統領がギリシャ、ドイツ、ペルー３カ
国を歴訪（～21日）
　・ドイツの哲学者、数学者ゴットフリート・ライプ
ニッツ没後300年

　情報提供：共同通信

日置電機社長に細谷和俊氏ほか
　新社長
　▼日置電機
　細谷　和俊氏（ほそや・かずとし）明大卒。1979年
日置電機。2013年１月から取締役専務執行役員。61
歳。長野県出身。17年１月１日就任。町田正信社長は
代表権のない取締役を経て２月24日の株主総会後に
顧問。
　▼日精エー・エス・ビー機械
　青木　大一氏（あおき・だいいち）早大中退。1978
年日精エー・エス・ビー機械設立。社長を経て98年12

月から会長。73歳。長野県出身。12月20日から会長
兼社長。青木高太社長は代表権のない取締役。

　会社人事
　▼ＴＫＣ（12月22日）
　取締役　中村浩、五十嵐康生、税理士田口操▽監査
役　宮下恒夫▽退任　取締役飯塚真玄、伊藤義久、斎
藤保幸、監査役桜岡敏明

　情報提供：共同通信

南敬介氏（元東京建物社長）ほか
　南　敬介氏（みなみ・けいすけ＝元東京建物社長）
６日午前６時58分、肝細胞がんのため死去、80歳。
東京都出身。葬儀・告別式は近親者で行った。お別れ
の会は12月12日正午から東京都千代田区丸の内１の
１の１、パレスホテル東京で。喪主は妻美智子（みち
こ）さん。

　安部　和寿氏（あべ・かずとし＝元近畿日本ツーリ
スト〈現ＫＮＴ―ＣＴホールディングス〉社長）７日
午前２時28分、老衰のため大阪府豊中市の自宅で死
去、89歳。兵庫県出身。葬儀・告別式は近親者で行っ
た。喪主は長男雅寿（まさとし）氏。

　情報提供：共同通信
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非投資性公司の持ち分出資の考え方
　第700回 
　投資性公司以外の外資企業が国内持ち分出資を行い、
子会社を設立する場合があります。この場合の手続き
と出資制限について解説します。

　

１．国内持ち分出資の規定
　
　（１）持ち分出資の手続き
　外資投資性公司以外の外資企業の持ち分出資の根拠
となるのは、「外商投資企業の国内投資に関する暫定規
定（対外貿易経済合作部・国家工商行政管理局令[2000]
第６号、以下、暫定規定）」であり、ここでは、再投資
に際して以下の手続きを要求しています。
　●　被投資会社が、奨励分類・許可分類に該当する
場合は、被投資会社の所在地の登記機関（工商行政管
理局）に申請する（第７条）。
　●　被投資会社が、制限分類に該当する場合は、被
投資会社の所在地の省級商務主管部門に申請する（第
９条）。
　●　設立に際して、商務部の認可（国家認可）が必
要となる業種の場合は、省級商務主管部門経由、商務
部の許可を取得する（第22条）。
　投資性公司以外の外資企業の持ち分出資は内資扱い
ですので、設立された会社は（外国企業の共同出資が
なければ）内資企業となります。このため、原則とし
て、商務主管部門の許可（2016年10月１日の三資企
業法改定により、非ネガティブリスト管理業種以外は
備案）は不要ですが、投資制限対象業種については、
抜け道とならないよう、商務主管部門での手続きが要
求されています。
　（２）持ち分出資制限と運用
　暫定規定には、再投資を行う外資企業は、「資本金が
全額払い込みである事。利益を計上していること。違
法歴が無い事（第５条）」、さらには、出資金額は「自
己資本の50％以内である事（第６条）」が要求されて
います。ただし、この制限は、「外商投資企業の審査・
認可・登記管理の法律適用範囲に関する若干の問題に
ついての執行意見を実施する事に関する通知（工商外
企字[2006]第102号）」で撤廃されています。
　よって、自己資本金額や会社の決算状況による制限
は受けないはずですが、この規制緩和が国家工商行政

管理局の単独で実施されている（商務部との連名では
ない）事から、商務主管部門の内部マニュアルに、依
然として制限が残っている場合があります。よって、
商務部門が関連する持ち分出資（制限分類に該当する
持ち分出資）については、所管商務主管部門での事前
確認が望ましいと言えます。
　

２．持ち分出資可能金額
　
　上記１―（２）の通り、持ち分出資金額は、原則と
して自己資本には縛られません。「では、具体的にどの
程度の金額の持ち分出資が可能か」という質問をよく
受けますが、これについては、会社の貸借対照表を見
ても判断ができず、銀行口座の状況を確認する必要が
あります。
　資本項目の口座（資本金口座・借入金口座・外債口
座）内の資金は、営業範囲に合致した使用が求められ
ていますので、持ち分出資を経営範囲に持たない企業
（投資性公司以外）は、これらの口座内の資金の使用は
認められません（注）。
　注：匯発[2016]16により、資本金口座・外債口座内
の資金を持ち分出資に使用する事が法律上は認められ
ましたが、実務上は、依然として制限されています。

　よって、経常項目外貨口座（換金の上人民元出資）、
人民元基本口座・一般口座内の資金が、持ち分出資の
原資となります。
　仮に、会社設立直後の貸借対照表が、「現預金1,000
｜資本金1,000」であったとします。この場合、預金
全額が資本金口座内にあるはずですので、持ち分出資
をする余地は全くない事になります。その後、1,000
で商品を購入し（資本金口座内資金を使用）、1,100で
販売（販売代金は経常項目口座で入金）、さらに、100
の経費を支払った結果、貸借対照表は依然として「現
預金1,000｜資本金1,000」の状態であると仮定しま
す。ただ、この状況においては、預金全額は経常項目
口座内にあるので、資金繰りが許せば、1,000全額を
持ち分出資に回す事ができる事になります。

　中国ビジネスコンサルティングサービスのお問い合
わせはE-mailアドレス【info@mizuno-ch.com】までお
願いします。
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10月27日～11月２日
　

＜ビジネス書ベスト 10 ＞
　
　１．『売らずに買われるネット通販　見違えるように人が集まる繁盛ショップのつくり方』石村賢一（ダイヤ
モンド社）
　２．『なぜ、日本人は考えずにモノを買いたいのか？　１万人の時系列データでわかる日本の消費者』松下東
子／日戸浩之／林裕之（東洋経済新報社）
　３．『LIFE　SHIFT　100年時代の人生戦略』Ｌ．グラットン／Ａ．スコット（東洋経済新報社）
　４．『進化したＩＴが実現する企業変革の新法則　持続的成長のための「価値創造サイクル」を駆動せよ』淀
川高喜（日経ＢＰ社）
　５．『やり抜く力　人生のあらゆる成功を決める「究極の能力」を身につける』Ａ．ダックワース（ダイヤモ
ンド社）
　６．『人工知能　機械といかに向き合うか』DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー編集部編訳（ダイヤモ
ンド社）
　７．『地方創生2.0　強い経済を牽引する「ローカルハブ」のつくり方』神尾文彦／松林一裕（東洋経済新報社）
　８．『ＩｏＴの衝撃　競合が変わる、ビジネスモデルが変わる』DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー編
集部編訳（ダイヤモンド社）
　９．『最強の働き方　世界中の上司に怒られ、凄すぎる部下・同僚に学んだ77の教訓』ムーギー・キム（東洋
経済新報社）
　10．『人生でチャンスをつかむ女性の10の法則　プルデンシャル生命保険　チーム「Make a Chance」』（プレ
ジデント社）
　

＜文庫ベスト 10 ＞
　
　１．『悪文　伝わる文章の作法』岩淵悦太郎編（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）
　２．『迷子の王様　君たちに明日はない５』垣根涼介（新潮社）
　３．『女のいない男たち』村上春樹（文藝春秋）
　４．『日本の聖域　ザ・タブー』「選択」編集部編（新潮社）
　５．『失敗の本質　日本軍の組織論的研究』戸部良一／寺本義也／鎌田伸一／杉之尾孝生／村井友秀／野中郁
次郎（中央公論新社）
　６．『それでも、日本人は「戦争」を選んだ』加藤陽子（新潮社）
　７．『天地雷動』伊東潤（KADOKAWA）
　８．『祈りの幕が下りる時』東野圭吾（講談社）
　９．『ダーウィンの警告　上』Ｊ．ロリンズ（竹書房）
　10．『インフェルノ　上』Ｄ．ブラウン（KADOKAWA）

　情報提供：丸善丸の内本店
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NNA は、メディア事業を通じて、グローバルビジネスにかかわるすべての人と企業に貢献します。
■NNA グループ http://www.nna.jp/corp_contents/company/office/
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Bloombergより作成の参考値

取引所・時間 銘柄 直近値 前日比 取引所・時間 銘柄 単位 直近値 前日比
銅先物 5936.00 335.00 WTI原油先物 バレル 44.18 -0.48 
銅現物 5587.50 188.50 ＮＹＭＥＸ 天然ガス先物 MMBTU 2.61 -0.03 
アルミニウム先物 1783.50 13.50 (11日5時40分) ガソリン先物 ガロン 134.09 0.32
アルミニウム現物 1770.00 17.25 灯油先物 ガロン 142.61 -1.05 
すず先物 21705.00 200.00 ＣＯＭＥＸ 金先物 トロイオンス 1254.60 -11.80 

ＬＭＥ すず現物 21586.00 246.00 (11日5時40分) 銀先物 トロイオンス 18.64 -0.10 
(11日10時40分) 鉛先物 2181.00 27.00 SICOM(11日18時40分) ゴムRSS３先物 キログラム 189.50 2.10

鉛現物 2141.00 12.50 シカゴ 小麦先物 ブッシェル 405.50 0.75
ニッケル先物 11800.00 260.00 (11日4時40分) 大豆先物 ブッシェル 1011.25 13.25
ニッケル現物 11710.00 260.00 トウモロコシ先物 ブッシェル 342.50 -1.00 
亜鉛先物 2548.50 23.50 ICE(11日5時40分) 砂糖先物 ポンド 21.65 0.00
亜鉛現物 2510.50 34.75 日本(11日19時40分) ナフサ先物 トン 424.75 -0.50 
亜鉛先物 20720.00 290.00 ﾄﾞﾊﾞｲ(11日14時40分) ドバイ原油 バレル 42.68 -0.60 
金先物 279.55 -3.90 ﾛﾝﾄﾞﾝ(11日10時40分) 北海ブレント バレル 44.68 -0.34 

上海 鉛先物 17280.00 100.00 　ＳＩＣＯＭ＝シンガポール商品取引所
(11日18時40分) 銅先物 45330.00 2360.00 　ＩＣＥ＝インターコンチネンタル取引所

鋼線先物 2305.00 0.00 　※括弧内のデータ取得時間はいずれも現地時間
アルミニウム先物 14090.00 210.00 　※限月はＬＭＥ先物が３カ月、そのほかは中心限月

　ＬＭＥ＝ロンドン金属取引所 　※ＬＭＥ、上海の単位：上海・金（グラム）を除き全てトン
　ＮＹＭＥＸ＝ニューヨーク・マーカンタイル取引所　　　　 　※値：ＳＩＣＯＭ、シカゴは米セント。上海は中国元。それ以外は米ドル
　ＣＯＭＥＸ＝ニューヨーク商品取引所

■為替クロスレート

通貨＼ｺｰﾄﾞ JPY USD EUR GBP CNY HKD TWD KRW THB VND MMK MYR SGD IDR PHP INR AUD NZD

日本円 0.0094 0.0086 0.0074 0.0641 0.0731 0.3009 11.0105 0.3325 210.379 12.10762 0.0411 0.0133 125.164 0.4636 0.6330 0.0124 0.0131

米ﾄﾞﾙ 106.1670 0.9213 0.7938 6.8070 7.7567 31.9465 1168.68 35.2950 22335.0 1291.500 4.3600 1.4091 13287.5 49.2140 67.1775 1.3185 1.3902

ﾕｰﾛ 115.792 1.0854 0.8617 7.3885 8.4193 34.6755 1268.51 38.3101 24243.0 1401.83 4.7325 1.5295 14422.6 53.4181 72.9161 1.4311 1.5089

英国ﾎﾟﾝﾄﾞ 134.350 1.2598 1.1605 8.5755 9.7719 40.2463 1472.30 44.4648 28137.7 1627.04 5.4927 1.7752 16739.7 62.0000 84.6305 1.6610 1.7513

中国人民元 15.5943 0.1469 0.1353 0.1166 1.1395 4.6932 171.687 5.1851 3281.18 189.731 0.6405 0.2070 1952.03 7.2299 9.8689 0.1937 0.2042

香港ﾄﾞﾙ 13.6848 0.1289 0.1188 0.1023 0.8776 4.1186 150.667 4.5503 2879.46 166.502 0.5621 0.1817 1713.04 6.3447 8.6606 0.1700 0.1792

台湾ﾄﾞﾙ 3.3235 0.0313 0.0288 0.0248 0.2131 0.2428 36.5823 1.1048 699.138 40.4270 0.1365 0.0441 415.930 1.5405 2.1028 0.0413 0.0435

韓国ｳｫﾝ 0.0908 0.0009 0.0008 0.0007 0.0058 0.0066 0.0273 0.0302 19.1114 1.10510 0.0037 0.0012 11.3697 0.0421 0.0575 0.0011 0.0012

ﾀｲﾊﾞｰﾂ 3.0075 0.0283 0.0261 0.0225 0.1929 0.2198 0.9051 33.1116 632.809 36.5916 0.1235 0.0399 376.470 1.3944 1.9033 0.0374 0.0394

ﾍﾞﾄﾅﾑﾄﾞﾝ 0.0048 0.00004 0.00004 0.00004 0.00030 0.00035 0.0014 0.052 0.0016 0.05782 0.0002 0.0001 0.5949 0.0022 0.0030 0.00006 0.0001

ﾐｬﾝﾏｰﾁｬｯﾄ 0.0826 0.00077 0.00071 0.00061 0.00527 0.00601 0.02474 0.90490 0.02733 17.2938 0.0034 0.0011 10.2884 0.03811 0.05202 0.00102 0.00108

ﾏﾚｰｼｱﾘﾝｷﾞ 24.3479 0.2294 0.2113 0.1821 1.5612 1.7791 7.3272 268.045 8.0952 5122.71 296.216 0.3232 3047.59 11.2876 15.4077 0.3024 0.3188

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙﾄﾞﾙ 75.3383 0.7097 0.6538 0.5633 4.8307 5.5047 22.6714 829.371 25.0477 15850.4 916.54 3.0942 9429.71 34.9256 47.6737 0.9357 0.9866

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱﾙﾋﾟｱ 0.0080 0.00008 0.00007 0.00006 0.00051 0.00058 0.0024 0.0880 0.0027 1.6809 0.09720 0.0003 0.0001 0.0037 0.0051 0.0001 0.0001

ﾌｨﾘﾋﾟﾝﾍﾟｿ 2.1570 0.0203 0.0187 0.0161 0.1383 0.1576 0.6491 23.7468 0.7172 453.834 26.2425 0.0886 0.0286 269.994 1.3650 0.0268 0.0282

ｲﾝﾄﾞﾙﾋﾟｰ 1.5798 0.0149 0.0137 0.0118 0.1013 0.1155 0.4756 17.397 0.5254 332.477 19.2252 0.0649 0.0210 197.80 0.7326 0.0196 0.0207

ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾄﾞﾙ 80.5144 0.7585 0.6988 0.6020 5.1628 5.8831 24.2302 886.39 26.7699 16940.2 979.552 3.3069 1.0688 10078.05 37.3269 50.9515 1.0544

ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞﾄﾞﾙ 76.3801 0.7193 0.6627 0.5710 4.8965 5.5797 22.9803 840.671 25.3890 16066.4 929.023 3.1363 1.0136 9558.18 35.4014 48.3232 0.9484
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    為替       

地域 更新 JPY/現地 現地/USD 現地/EUR 地域 更新 JPY/現地 現地/USD 現地/EUR

オセアニア 11日 76.3801 1.3902 1.5109 アジア 11日 0.004753 22,335.00 24,280.16
11日 80.5144 1.3185 1.4332 欧州 11日 115.7920 0.9213 1.0000

アジア 11日 1.0000 106.167 115.406 11日 134.3500 0.7938 0.8617
11日 0.09082 1,168.675 1,270.510 11日 107.9280 0.9861 1.0728
11日 15.5943 6.8070 7.3998 11日 15.5592 6.8532 7.43884
11日 13.6848 7.7567 8.4313 11日 1.6204 65.7666 71.4622
11日 3.3235 31.9465 34.7271 11日 37.4380 284.7200 309.3240
11日 2.1570 49.2140 53.4932 11日 26.2046 4.0702 4.4267
11日 75.3383 1.4091 1.5316 11日 4.2832 24.8865 27.0322
11日 24.3479 4.3600 4.6684 11日 11.7273 9.0740 9.8751
11日 3.0075 35.2950 38.363 北米 11日 106.5370 1.0000 1.0860
11日 0.007990 13,287.50 14,444.84 11日 78.7904 1.3501 1.4654
11日 1.5798 67.1775 73.0098 中南米 11日 5.1102 20.6581 22.6294

オセアニア・アジア：19:30 JST(日本標準時)、 欧州・北米・中南米：06:00 JST(日本標準時) 時点

    株式       

地域 マーケット 指数 更新 終値 前営業日比 年初比 地域 マーケット 指数 更新 終値 前営業日比 年初比

オセアニア ウェリントン NZSX50 11日 6,697.78 -35.94 419.68 アジア ジャカルタ JSX 11日 5,231.97 -218.34 706.05
シドニー ASX 11日 5,446.60 37.70 123.80 マニラ Composite PSE 11日 6,975.09 -206.78 141.67

アジア 東京 日経平均 11日 17,374.79 30.37 -1,076.19 ホーチミン ベトナム株価指数 11日 679.20 1.03 104.79
TOPIX 11日 1,378.28 1.93 -131.39 ムンバイ SENSEX30 11日 26,818.82 -698.86 657.92
JASDAQ 11日 113.84 -0.39 -1.11 欧州 ロンドン FTSE 100 11日 6,730.43 -97.55 637.00

ソウル 総合 11日 1,984.43 -18.17 65.67 フランクフルト DAX 11日 10,667.95 37.83 384.51
KOSDAQ 11日 621.89 -1.34 -55.90 パリ CAC40 11日 4,489.27 -41.68 -33.18 

上海 B株 11日 352.96 3.37 -44.37 アムステルダム AEX 11日 445.41 -4.60 13.71
深セン B株 11日 1,171.90 0.65 -66.54 ミラノ FTSEMIB 11日 16,812.37 7.49 -3,921.44 
香港 ハンセン 11日 22,531.09 -308.02 1,203.97 マドリード IBEX35 11日 8,639.20 -117.60 -674.00 

ハンセンH 11日 9,433.37 -112.48 122.19 ブリュッセル BEL20 11日 3,491.41 0.36 -151.38 
台北 加権 11日 8,957.76 -194.42 843.50 チューリヒ SMI 11日 7,880.29 -48.48 -776.02 
シンガポール ST指数 11日 2,814.60 -19.49 -21.37 北米 ニューヨーク ダウ 11日 18,847.66 39.78 1,698.72
クアラルンプール KLSE総合 11日 1,634.19 -18.55 -19.18 NASDAQ 11日 5,237.11 28.31 334.02
バンコク SET 11日 1,494.53 -19.73 231.12 トロント トロント300 11日 14,555.41 -188.84 1,628.26
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　次期米大統領にトランプ氏が決定して数
日が経った。中国メディアの報道もひと段
落、というよりも当初からさほど大きく扱
われていなかった印象を受ける。結局のと
ころ、誰が当選しても21世紀の大国同士と
いう関係性は基本的に変わらない、という
ことなのだろうか。
　そのトランプ氏、中国語では「特朗普」
と書く。最初は、トランプカードと同じ
「撲克」という字になるのか、などと思っ
てもみたが、やはりそんなことはなかっ
た。
　ところで上海には通称「奥巴馬（オバ
マ）広場」というレストラン街がある。正
式な名称は別にあるのだが、米大統領を想
起させるインパクトあるネーミングから、
誰もがオバマ広場と呼び続けている。トラ
ンプ氏も、中国でその名が通称としてでも
商業施設に冠せられる日が来るだろうか。
それにはやはり、次期大統領が中国や世界
から一定の尊敬や好感をもって受け入れら
れることが条件かもしれない。（翠）

中国

　「何だかくすんだ街だなあ」。わが親
父殿がマカオの第一印象をこう表現し
た。実は自身もそう思っていたばかり。
ライターとしてお恥ずかしい限りだが、
香港に住みながらマカオに足を踏み入
れるのは今回が初めて。両親の来港を機
に高速船に乗り込んだ。
　この日が雨模様で今秋最も冷え込ん
だことも心象に影響したに違いない。し
かし、マカオ半島側の一番と言われる観
光地、繁華街を歩いても中国本土や韓国
からの観光客が目立つのに、街全体に余
り活気がないように感じたのは気のせ
いか。落ち着いた街並みと形容するには
ちょっと違う、想像していたカジノの華
やかな雰囲気とも違うという別の印象
を受けた。
　「次来るときには必ず夜の街を歩こ
う。カジノの本場だものな」。早々と退
散した帰りの高速船の中で親父殿が息
巻く。確かにその通り。でも財布はそち
ら持ちでお願いします。（崇）

香港

　学生も多く参加した朴槿恵大統領の
退陣を求める大規模集会。ただ、高校３
年生に限っては、デモに参加している場
合ではないだろう。全国統一の大学修学
能力試験が今週木曜日に迫っている。受
験生の親も政権を憂いでいる暇はない。
１点でも点数が取れるよう、足しげくお
寺や教会に通い祈願している。
　公共機関も当日に合わせ準備する。忠
清北道警察庁は試験会場の周囲２キロ
メートルに道路規制を行い、受験生が利
用するバスの渋滞をなくす方針。全羅道
消防署では、体が不自由な学生や入院中
の受験生などを、自宅から試験場まで救
急隊が送迎するなど、この日は各地で高
３への支援体制が組まれる。
　幼児の頃からこの日のために勉強し
てきた学生も多いはず。最終コーナーを
過ぎ、本当のラストとなる週が明けた。
結果はどうであれ、力を出し尽くしたフ
ィナーレを迎えてほしい。（公）

韓国

　処方箋を持って別室へ消えた薬剤師
が、しばらくたっても戻ってこない。た
だの風邪薬のはずなのに、何を手間取っ
ているのだろう。次第に落ち着かなくな
ってくる。
　調剤薬局で薬をもらうとき、いつも少
し緊張する。処方箋の内容がいくらにな
るのか見当がつかない。毎日の買い物の
中でも、「出しときますね」の一言で購
入が決まり、金額の話がないまま会計に
至るのは薬くらいではないだろうか。フ
ィリピンに暮らすようになって以来、薬
局で味わう緊張感は一段と高くなった。
海外保険には加入しているものの、後か
ら還付される仕組みのため、購入時に全
額負担となるためだ。
　薬剤師が別室から戻ってきた。レジに
表示された代金は、この国の平均的な初
月給の半分近い額だった。「キャンセル」
と言いたくなるのをこらえて、錠剤の束
を受け取った。そのかいあって風邪はよ
くなりつつある。（成）

フィリピン

　バンコク市民の足と言えば聞こえは
いいが、公共交通という立場にあぐらを
かき、何十年間も汚さとサービスの悪さ
を放置して、悪評をほしいままにしてい
るのが、センセープ運河の水上バスだろ
う。また悲しい事故が起きた。
　出勤のため水上バスに乗っていた男
性が、下船時に足を踏み外し、運河にお
ぼれて亡くなった。監視カメラの映像で
は、船は減速しているが、完全に停止せ
ず、船と船着き場の間には大きな隙間が
ある。乗客は動いている船から飛び移る
ように下船しなければならなかった上、
落ちた男性を助けるために船が停止す
ることも、浮輪を投げる人もなかった。
　何年か前に利用した際、船が減速する
中、人々がロープや船体をつかみなが
ら、不安定な船べりを走るように急いで
下船していたのを思い出す。乗客の安全
より船会社の都合が優先される水上バ
ス。抜本的な改革が急務だ。（チ）

タイ

　雨の量が多くなってきた。
　国家環境庁（ＮＥＡ）によると、乾い
た天気が続く南西モンスーン季が10月
末に終わり、本格的な雨期に入る前の中
間期に入った。11月いっぱいは中間期
が続き、同月末～12月初めにも本格的
な雨期に入るという。この時期になると
傘を巡っていろいろと悩むことになる。
外出時に選択を迫られるのは折り畳み
傘と長傘のどちらを持参するか。長傘が
あれば心強いが、持ち運びは面倒だ。折
り畳み傘は携帯に便利だが、横殴りの雨
ではあってなきがごとし。雨がやんだ後
も、傘の水滴が周囲の迷惑にならないか
気を遣う。使い終わった傘は、専用ケー
スや商業施設などで配布されるビニー
ル袋に入れればよいのだろうが、ケース
には入れづらいしビニール袋は味気な
い。そのため結局、折り畳み傘も長傘と
同様に手に持ったままになる。
　使いやすくてデザイン性の高い傘用
ビニールケースはないものだろうか。
（雪）

シンガポール
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